
令和３年度事業実施状況 

 

Ⅰ 医療水準の向上と県民の健康保持・増進を目的とした事業（公益事業） 
１ 病院及び医療従事者の医療の質、医療安全及び災害医療等の資質向上に関する研修

会の開催及び調査研究事業      〔定款第４条第１号及び３号に掲げる事業〕 

（１）静岡県病院学会等による医療の質の向上や質の高い医療サービスの提供 

１）第61回 静岡県病院学会（学術・教育研修部会） 

・日  時：令和４年１月15日（土）13時00分～16時30分 

 ・場  所：グランディエールブケトーカイ ４階シンフォニー＋Ｗｅｂ参加 

・テ ー マ    ：「新たな行く末を見据えて、地域医療構想を再考する」 

・来   賓：静岡県健康福祉部長              石田  貴 氏 

一般社団法人静岡県医師会会長            紀平  幸一 氏 

・基調講演：座長 学術・教育研修部会 部会長      森田  信敏 氏 

（榛原総合病院 院長） 

演題「地域医療構想の意義をとらえ直す」 

            講師 産業医科大学公衆衛生学教室  教授    松田 晋哉 氏 

    ・シンポジウム：  座長  学術・教育研修部会 副部会長     鈴木昌八 氏 

              (磐田市立総合病院 病院事業管理者兼病院長)  
アドバイザー報告 

 「地域医療構想の５年間を振り返って」 
     地域医療構想アドバイザー 

     浜松医科大学地域医療支援学講座 特任教授   竹内 浩視  氏 
事例発表 

 「地域医療連携推進法人の取組」 

地域医療連携推進法人静岡県東部メディカルネットワークについて 

順天堂大学医学部附属静岡病院 

地域医療連携室・用度課  課長        尾﨑 治之 氏 

 地域医療連携推進法人ふじのくに社会健康医療連合について 

    独立行政法人地域医療機能推進機構桜ケ丘病院 

     特任院長補佐兼副院長                       森    典子 氏 

「新型コロナウイルス感染症への医療圏での対応」 

中東遠医療圏における連携体制の構築 

         公立森町病院          院長        中村 昌樹 氏 

・参加者：会場参加 48 人 Ｗeb86 人 計 134 人 

２）「ふじのくに地域医療支援センター情報発信等業務」（学術・教育研修部会） 

（受託事業―静岡県健康福祉部地域医療課所管） 

①ガイドブックの作成  

静岡県医学修学研修資金ガイドブック、静岡県医師臨床研修病院ガイドブック   

静岡県専門医研修プログラムガイドブック、静岡県専門医研修プログラム概要版 

 ②医師不足地域を支える医師の記事の制作  

③ふじのくに地域医療支援センターホームページへの掲載情報の収集 

 

３）静岡県医師臨床研修(初期・後期)病院合同説明会（学術・教育研修部会） 

                 （共催：静岡県健康福祉部地域医療課） 



①静岡県医師臨床研修病院 合同説明会 

（「in浜松」「in静岡」の両会場とも、新型コロナウイルス感染症の影響で中止） 

 

（２）病院管理研修会、経営管理研修会などの開催による病院経営、医療の質の向上の

推進 

１）病院管理研修会（経営管理・勤務環境改善部会） 

勤務環境改善研修会として実施 

２）経営管理研修会（地域病院部会） 

・日 時：令和４年１月18日（火）16時00分～17時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「ポストコロナの病院運営の行く末」 

・講 師：株式会社日本経営ＮＫアカデミー事業統括マネージャー 濱中 洋平 氏 

・参加者：47人 

 ３）診療報酬研修会（社会保険部会） 

   「診療報酬セミナー」 

・日 時：Ｗebで２期間配信 第１回 令和４年３月３日（木）～４日（金） 

              第２回 令和４年３月15日（火）～22日（火） 

・演 題：「2022年度診療報酬改定の概要と病院の経営対応」 

・講 師：株式会社ＡＳＫ梓診療報酬研究所 代表取締役・所長  中林   梓 氏 

・参加者：66病院及び８事業所 

 

（３）「地域医療構想」実現に向けた医療機能分化連携のための協議の促進 

１）医療機能分化連携研修会（医療機能再編支援部会）                        

   （受託事業－静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

全県対象  

・日 時：令和３年12月23日（木）16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「静岡県における地域医療構想と働き方改革の取組」 

・講 師：静岡県健康福祉部医療局長   後藤 雄介 氏 

・参加者：113人 

東部地区   

・日 時：令和４年２月７日（月）17時00分～18時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「病院病床数の推移や病床機能、将来推計人口などからみた東部地域の 

動向と今後の方向性」 

・講 師：浜松医科大学地域医療支援学講座 特任教授 竹内 浩視 氏 

・参加者：53人  

中部地区   

・日 時：令和４年２月14日（月）17時00分～18時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「病院病床数の推移や病床機能、将来推計人口などからみた中部地域の 

動向と今後の方向性」 

・講 師：浜松医科大学地域医療支援学講座 特任教授 竹内 浩視 氏 

・参加者：58人 

西部地区  

・日 時：令和４年２月16日（水）17時00分～18時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「病院病床数の推移や病床機能、将来推計人口などからみた西部地域の 

動向と今後の方向性」 

・講 師：浜松医科大学地域医療支援学講座 特任教授 竹内 浩視 氏 



・参加者：57人  

２）病院機能分化のための病院間の連携支援（医療機能再編支援） 

（医療機能再編支援部会） 

   （受託事業－静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

①業務連携に向けたワーキング 

・講 師：浜松医科大学医療福祉支援センター長 特任教授   小林 利彦 氏 

第１回 

・日 時：令和４年１月24日(月) 16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・内  容：「地域医療連携推進法人の法人化までの事務職員の役割及び法人化後 

の事務」 

      ・事例紹介：地域医療連携推進法人尾三会（事務局 藤田医科大学病院内） 

                          事務局長  安藤 拓哉 氏 

   ・参加者：20人 

第２回 

・日 時：令和４年２月１日（火）16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・内 容：「電子カルテシステムの共同利用に伴う事故事例とシステムの安全管

理の在り方」 

・事例紹介：リンクドエイチ          代表    川添 大悟 氏 

・参加者：22人 

第３回  

・日 時：令和４年２月10日(木) 17時00分～18時00分（Ｗｅｂ開催）  

・内  容：「複数病院共同での物品購入等の実働例」 

・事例紹介：協和医科器械株式会社 営業推進部リーダー   竹川 広平 氏 

・参加者：20人 

３）医療機能分化連携関連情報の提供（医療機能再編支援部会） 

   （受託事業－静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

   協会ホームページで、国や県の施策資料、取組事例等を情報提供 

 

（４）医療安全推進研修事業による医療安全のための環境づくり 

１）医療安全推進研修会…勤務環境安全推進研修（医療安全・感染防止対策部会） 

（受託事業―静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

第１回 

・日 時：令和３年10月25日(月) 16時00分～17時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「医療安全の確保とクライシスマネジメント」 

      ・講 師：名古屋大学医学部附属病院 

患者安全推進部 病院講師（弁護士）     北野 文将 氏 

   ・参加者：105人  

第２回 

・日 時：令和３年12月15日(水) 17時30分～19時00分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「ＤＮＡＲを決める根拠は何か～医療安全とＡＣＰ」 

      ・講 師：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

緩和ケア診療部医長                      西川 満則 氏 

   ・参加者：135人 

第３回  

・日 時：令和４年２月２日(水) 16時00分～17時30分（Ｗｅｂ開催） 



・演 題：「医療安全の確保とクライシスマネジメント続編」 

      ・講 師：名古屋大学医学部附属病院 

患者安全推進部 病院講師（弁護士）     北野 文将 氏 

   ・参加者：81人 

第４回 

・日 時：令和４年２月28日(月) 16時00分～17時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「在宅医療と医療安全～診療所と病院の連携～」 

      ・講 師：医療法人みらい みらい在宅クリニック港南 院長  開田 脩平 氏 

・参加者：105人 

      人事労務安全 

・日 時：令和４年２月８日(火) 17時00分～18時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「最近の医療機関における人事労務トラブルの傾向と実務対策」 

      ・講 師：株式会社名南経営コンサルティング 

人事労務コンサルティング事業部ゼネラルマネージャー 

社会保険労務士 服部 英治 氏 

・参加者：50人  

２）医療対話推進者養成講座（医療安全・感染防止対策部会） 

 （新型コロナウイルス感染症の影響で中止） 

３）院内感染対策ネットワーク支援事業 

（受託事業―静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

（医療安全・感染防止対策部会） 

①感染対策地域支援相談窓口の設置 

・期 間：令和３年４月１日～令和４年３月31日 毎週月・水・金13時～17時 

・相談員：看護師１人 

・相談件数：22件 

②感染対策地域支援委員会 

委員構成 

・委 員：院内感染対策を専門とする医師及び感染管理認定看護師 11人 

・委員長：浜松医療センター感染管理特別顧問        矢野 邦夫 氏 

・副委員長：三島総合病院副院長兼消化器科部長         前田 正人 氏 

第1回 

  ・日 時：令和３年11月10日（水）17時30分～18時20分（Ｗｅｂ開催） 

・協議事項：感染対策相談受付状況について 

          感染防止対策事業について 

４）感染対策支援セミナー(医療安全・感染防止対策部会、感染対策地域支援委員会） 

  ・日 時：令和４年２月４日（金）16時00分～17時30分（Ｗｅｂ開催） 

          

・演 題①：コロナのレビューについて 

  ・講 師 ：静岡県立静岡がんセンター感染症内科部長    倉井 華子 氏 

・演 題②：コロナの最新治療について 

・講  師  ：藤枝市立総合病院統括診療部長兼感染管理室長 小清水 直樹 氏      

・参加者：356人  

 

５）社会福祉施設感染防止対策事業（医療安全・感染防止対策部会） 

（受託事業―静岡県健康福祉部福祉指導課所管） 



    (委託期間：令和３年１月８日から令和４年３月31日まで)  

①検討委員会 

委員構成 

・委 員：一般社団法人静岡県医師会、公益社団法人静岡県看護協会、 

静岡県老人福祉施設協議会、 

静岡県健康福祉部参事（健康危機管理担当）、福祉指導課、 

当協会（会長、静岡医療センター、静岡市立静岡病院） 

・委員長：浜松医療センター感染管理特別顧問         矢野 邦夫 氏 

第３回（令和３年度第１回） 

  ・日 時：令和３年７月１日（木）17時30分～18時30分（Ｗｅｂ開催） 

・協議事項：事業実施状況について 

      感染対策事例集の発行について 

          今後の事業推進について 

 第４回（令和３年度第２回） 

  ・日 時：令和４年３月24日（木）16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・協議事項：事業実施状況について 

      令和４年度事業について 

②ＩＣＮ部会（本事業の基幹病院及び県看護協会のＩＣＮで構成）  

  第１回 

  ・日 時：令和３年４月23日（金）15時00分～16時00分（Ｗｅｂ開催） 

・協議事項：訪問指導及び相談対応実施状況について 

      今後の訪問指導の進め方について 

      訪問・指導結果を踏まえた事例集の作成について 

③施設訪問指導（感染管理認定看護師等による指導、県看護協会と連携して実施） 

    指導件数137施設  （委託契約開始令和３年1月８日からの累計150施設） 

  ④相談対応（感染管理認定看護師等による回答） 

    相談受付件数29件  （委託契約開始令和３年1月８日からの累計31件） 

  ⑤施設向研修用資料作成 

   ア 訪問指導状況をもとに、写真等により一目で感染防止策がわかる「事例集」

を令和３年６月に作成（県から各施設へ周知） 

   イ アの事例集に、相談対応において確認された福祉施設の疑問に対する答えを

盛り込んだ「相談事例集」を令和４年３月に作成し冊子として印刷（県から

各施設へ送付） 

 

６）新型コロナウイルス感染症重点医療機関等連絡調整会議 

（共催：静岡県健康福祉部感染症対策局） 

   令和３年度 開催実績 18回 (Ｗｅｂ開催） 

（令和２年12月17日（木）に第1回会議を開催 令和２・３年度計24回開催） 

・出席者：新型コロナウイルス感染症重点医療機関病院長等、静岡県健康福祉部 

・協議事項：新型コロナウイルス感染症に対応する本県の医療体制構築、 

感染患者発生状況、後方病床の確保、変異株への対応、 

ワクチン接種等 

 

（５）災害医療救護推進事業による災害医療提供体制の充実（災害医療部会） 

（受託事業―静岡県健康福祉部地域医療課所管） 



１）災害医療地域連携体制検討委員会 

委員構成 

・委 員：災害拠点病院の医師及び事務職員 

・会 長：静岡県立総合病院     副院長災害医療センター長 大場 範行 氏 

・副会長：浜松医科大学附属病院 救急部長         吉野 篤人 氏 

委員会 

・日 時：令和３年８月４日（水） 17時30分～18時30分（Ｗｅｂ開催） 

・内 容：静岡県災害医療関係事業 

         SARS‐CoV‐2対応から見えた大規模地震対応への課題 

２）災害医療地域連携図上訓練  

（新型コロナウイルス感染症の影響で中止） 

３）大規模地震時医療救護訓練視察研修 

（県総合防災訓練が新型コロナウイルス感染症の影響で中止となり視察研修中止） 

４）災害医療コーディネート研修会 

・日 時：令和３年10月19日(火)９時30分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・内 容：静岡県の災害医療体制、災害想定俯瞰演習、避難所評価演習 

     災害時の情報管理、コーディネートチームの運営 

・講 師：災害医療ＡＣＴ研究所 理事長      森野 一真 氏 ほか 

・参加者：災害医療コーディネーター、災害拠点病院及び救護病院等の 

医療従事者、郡市医師会、消防職員、行政担当者   25人 

 ５）災害医療従事者研修会 

   ・座 学：Ｗｅｂ視聴（視聴期間２月18日～２月28日） 

・実 技：（新型コロナウイルス感染症の影響で中止） 

・参加者：68人 

 

２  医療勤務環境改善のための支援(経営管理・勤務環境改善支援部会) 

 〔定款第４条第１号及び３号に掲げる事業〕 

（受託事業―静岡労働局及び静岡県健康福祉部地域医療課所管） 

（１）医療勤務環境改善支援センター（ふじのくに医療勤務環境改善支援センター）運営 

  医師ほか病院に勤務する職員の働き方改革の推進 

 １）利用勧奨 延べ147医療機関 （病院146、診療所１） 

２）相談対応 延べ 45医療機関等（病院39、診療所１、個人５） 

  ３）アドバイザー派遣等支援       延べ27医療機関（病院26、診療所１） 

      医療労務管理アドバイザー  延べ30人 

      医業分野等アドバイザー   延べ 16人   計 延べ46人 

４）アドバイザー会議(医業分野等アドバイザー資質向上) 

   第１回 

・日 時：令和３年７月28日(水) 14時00分～15時00分 

・場 所：静岡県産業経済会館３階大会議室＋Ｗｅｂ 

・議 題：ふじのくに医療勤務環境改善支援センターの令和３年度計画について 

           令和３年度第１回医療勤務環境改善支援センター運営協議会の協議

結果について 

医師労働時間短縮計画の作成支援について 

      第２回 

・日 時：令和３年11月26日(金) 14時00分～15時00分（Ｗｅｂ開催） 



・議 題：令和３年度アドバイザー派遣等の実施状況について 

     静岡県版「医師労働時間短縮計画作成マニュアル」について 

第３回 

・日 時：令和３年３月７日(月) （書面開催） 

・議 題：令和３年度事業実施状況 

     令和４年度活動方針（案） 

５）勤務環境改善研修会 

   第１回 

  ・日 時：令和３年８月27日（金）14時50分～15時50分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「2024年４月に向けた医療機関勤務環境評価への実務的課題」 

・講 師：公益社団法人日本医師会 常任理事        松本 吉郎 氏 

・参加者：123人 

      第２回 

  ・日 時：令和３年12月14日（火）15時00分～16時30分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題①：「医師の働き方改革の最新情報～派遣医師を受け入れている医療機関  

の立場から～」 

・講 師：浜松医科大学医療福祉支援センター長 特任教授   小林 利彦 氏 

・演 題②：医師労働時間短縮計画作成支援 

   ②‐１「静岡県版「時間短縮計画作成マニュアル」紹介」 

紹介者：株式会社日本経営ヘルスケア事業部チームリーダー 勝山  聡 氏 

  ②‐２「静岡県版「時間短縮計画作成マニュアル」試用報告」  

発表者：磐田市立総合病院 人事管理グループ長          若尾 和孝 氏 

      ・参加者：110人 

第３回  

  ・日 時：令和４年３月８日（火）16時00分～17時10分（Ｗｅｂ開催） 

・演 題：「医師労働基準法からの医師の働き方改革 ～時間外勤務把握、 

宿日直勤務許可基準、勤務間インターバル～」 

・講 師：静岡労働局労働基準部監督課長              廣瀬 格也 氏 

・参加者：135人 

 

３ 県民の医療に関する知識の普及啓発及び県民の医療参加の推進 

〔定款第４条第２号に掲げる事業〕 

（１）県民健康セミナー 

・日 時：令和３年８月23日（月）～９月10日（金）の間にＷｅｂ視聴 

・演 題：「今知っておきたい新型コロナウイルス感染症の正しい知識とワクチン接種」 

・講 師：浜松医療センター感染管理特別顧問                 矢野 邦夫 氏 

・アクセス件数：361件 

 

Ⅱ 医療情報提供事業（共益事業） 
 

１ 協会会員への国、県等からの医療情報の提供〔定款第４条第４号に掲げる事業〕 

（１）通知・通達の提供 

「厚生労働省・静岡県関係」 

 ・医療法、薬事法、診療報酬ほか医療関係法令等 



新型コロナウイルス感染症関係通知等 

（２）その他情報提供  

   ・医療関係団体主催の各種研修会・セミナーの案内に関すること ほか 

 

Ⅲ 組織の充実・強化を図るための事業（法人内部管理） 
 

１ 協会会員の様々なニーズに応え、また、行政のカウンターパートナーとして事業を

推進するための協会機能の明確化、組織基盤の強化と協会の地位向上 

(１）総会 

①通常総会 

  ・日 時：令和３年５月26日（水）15時00分～15時55分 

・場 所：浮月楼 本館２階  月光 

・出席者：会員病院127病院中 115病院（代理出席及び議決権行使書提出を含む。） 

第１号議案 令和２年度事業報告に関する件 

第２号議案 令和２年度収支決算及び財産目録の承認に関する件 

第３号議案 第６期役員の補充選任に関する件 

②臨時総会 

・日 時：令和４年３月９日（水）16時00分～16時33分 

・場  所：ホテルアソシア静岡 ３階 橘 

・出席者：会員病院126病院中 107病院（代理出席及び議決権行使書提出を含む。） 

・決議された議案 

第１号議案 令和３年度補正予算（案）の承認に関する件 

第２号議案 令和４年度事業計画（案）の承認に関する件 

第３号議案 令和４年度収支予算（案）の承認に関する件 

   

(２）理事会 

①第１回理事会 

・日 時：令和３年５月７日(金) 16時00分～17時00分 

・場 所：浮月楼 本館２階  月光 

・出席者：理事18人(令和３年３月31日理事２人退任後理事数)中 15人 

     監事１人(令和３年３月31日監事１人退任後監事数)中 １人 

・決議された議案 

第１号議案 令和２年度事業報告を総会に付議する件 

第２号議案 令和２年度収支決算及び財産目録の承認を総会に付議する件 

第３号議案 第６期役員の補充選任（案）を総会に付議する件 

第４号議案 第６期参与の補充選任に関する件 

  ・協議事項 

      ・公的委員の選任 

・報告事項 

・支部役員の補充選出 

      ・部会員の補充配置 

・自民党県連・厚生問題対策連絡協議会に対する要望事項への回答 

・会長、副会長及び専務理事の業務執行報告 

②第１回臨時理事会 



・日 時：令和３年５月26日(水) 16時00分～16時10分 

・場 所：浮月楼 本館２階  雪花 

・出席者：理事20人中 15人、監事２人中  ２人 

・決議された議案 

第１号議案 副会長の選定に関する件 

  ③第２回理事会 

・日 時：令和３年12月17日(金) 16時00分～17時20分 

・場 所：グランディエールブケトーカイ ４階 シンフォニー 

・出席者：理事20人中 18人、監事２人中 ２人出席 

・決議された議案 

第１号議案 令和４年度事業計画の基本方針に関する件 

第２号議案 令和４年度新規事業に関する件 

  ・協議事項 

      ・公的委員の選任 

・報告事項  

・会員病院の退会（病院廃止）及び賛助会員の名称変更 

 ・令和３年度事業実施状況 

・第61回静岡県病院学会開催 

・静岡県及び自民党県連への要望提出 

・後援名義の使用承認 

・協会推薦による表彰受賞 

・公的委員の会議出席報告 

・会長、副会長及び専務理事の業務執行報告 

④第３回理事会 

・日 時：令和４年２月18日（金）16時00分～17時00分 

・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 特別会議室 

・出席者：理事20人中 17人、監事２人中 １人出席 

・決議された議案 

第１号議案 令和３年度補正予算（案）を総会に付議する件 

第２号議案 令和４年度事業計画（案）を総会に付議する件 

第３号議案 令和４年度収支予算（案）を総会に付議する件 

第４号議案 事務局関係規程の改正等に関する件 

第５号議案 役員推薦委員会委員の選出に関する件 

・協議事項 

      ・公的委員の選任 

・報告事項 

・令和３年度事業実施状況 

      ・令和４年秋の叙勲候補者推薦 

・賛助会員の退会 

・公的委員の会議出席報告 

 

(３）役員推薦委員会 

①第６期役員推薦委員会（役員補充）（書面協議） 



・決議があったものとみなされる日：令和３年４月６日（火) 

 

・決議された事項：全委員からの協議事項賛成の意見書提出による。 

・理事後任候補者推薦依頼先団体について 

  ②第６期役員推薦委員会（役員補充） 

・日 時：令和３年５月７日（金）15時30分～15時55分 

・場 所：浮月楼 本館２階 菊 

・出席者：委員６人全員出席 

・協議事項 

・補充役員の被推薦者の決定 

  ③第１回第７期役員推薦委員会 

  ・日 時：令和４年２月18日（金）17時00分～17時20分 

・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 特別会議室 

・出席者：委員６人全員出席 

・協議事項 

    ・委員長の選任について 

    ・第７期役員選任手続きについて 

・役員候補者推薦依頼先団体について 

 

(４）要望活動等 

「新型コロナウイルス感染症対応関係」 

①県知事との面談 

（第１回） 

・日 時：令和３年７月９日（金） 

・場 所：静岡県庁知事室 

・面談者：当協会会長、副会長２人及び専務理事 

・当協会発言事項： 

    ・感染患者受入の現状 

    ・新型コロナウイルス感染症重点医療機関等連絡調整会議での協議状況 

    ・ワクチン接種への当協会会員病院の取組とさらなる促進についての要望 

     ・福祉施設感染防止のための訪問指導状況をもとにした事例集の作成につい

ての報告 

（第２回） 

・日 時：令和４年３月25日（金） 

・場 所：静岡県庁知事室 

・面談者：当協会会長、副会長２人及び専務理事 

・当協会発言事項： 

    ・新型コロナウイルス感染症対応において、医療と介護の連携の必要性が 

     再認識され、新興感染症対策のみならず、今後の超高齢化社会に向け、 

     医療と介護の連携強化のための県の支援を要望 

    ・働き方改革や今回の診療報酬改定で病院経営はかなり厳しいことから、少

ない医療資源の中で、地域医療を維持するための柔軟な対応について要望 

・現在、県が計画を進めているふじのくに感染症管理センターの設立にあた

り、センター長の人選についての格段の配慮を要望 

・福祉施設感染防止のため、７月面談時に報告した事例集をもとに、施設か



らの相談と回答も加えた相談事例集を作成したことを報告 

「令和４年度静岡県予算関係要望」 

地域医療構想の実現、医師・看護師の確保対策、医師の働き方改革への対応と

勤務環境改善に向けての支援、新興感染症対策の強化等について要望 

①静岡県健康福祉部長への要望提出 

  会長、副会長３人及び専務理事から静岡県健康福祉部長ほか健康福祉部幹部職員

に要望 

・日 時：令和３年10月29日（金） 

・場 所：静岡県庁健康福祉部長室 

②静岡県議会自民改革会議への要望提出 

会長、副会長３人及び専務理事から、静岡県議会自民改革会議三役（代表、副代

表、政調会長）及び自民党静岡県支部連合厚生問題対策連絡協議会会長に要望 

・日 時：令和３年12月８日（水） 

・場 所：静岡県議会自民改革会議役員室 

 

（５）記者会見の実施 

      新型コロナウイルス感染症対応について、県民に呼びかけるため、記者会見を実施 

  ①当協会単独実施 

    会長及び副会長が会見実施 

  ・日 時：令和３年４月26日（月） 

  ・場 所：静岡県産業経済会館 

  ②県との共同実施 

    会長と静岡県健康福祉部参事との共同により、静岡県庁において、令和３年８月

３日以降計８回実施 

 

(６）部会会議 

①経営管理・勤務環境改善部会 

第１回 

・日 時：令和３年７月５日（月）16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：９人 

・内 容：第１回ふじのくに医療勤務環境改善支援センター運営協議会報告 

     令和３年度ふじのくに医療勤務環境改善支援センター事業計画 

     「医師労働時間短縮計画策定マニュアル」作成 

     勤務環境改善研修会開催計画 

第２回 

・日 時：令和３年11月17日（水）16時00分～16時50分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：８人 

・内 容：令和３年度ふじのくに医療勤務環境改善支援センター事業実施状況、今後

の取組方針 

静岡県版「医師労働時間短縮計画作成マニュアル」（案）について 

令和３年度第２回勤務環境改善研修会について 

第３回(書面開催) 

・日 時（意見取りまとめ日）：令和３年３月30日（水） 

・内 容：令和３年度ふじのくに勤務環境改善支援センター事業実績報告 

②医療機能再編支援部会 



第１回 

・日 時：令和３年９月30日（木）15時00分～16時00分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：10人 

・内 容：医療機能再編支援事業（静岡県委託事業）について 

     医療機能分化連携促進事業（静岡県委託事業）について 

第２回（書面開催） 

・日 時（意見とりまとめ日）：令和２年12月10日（金） 

・内 容：令和３年度医療機能再編支援事業計画 

     令和３年度医療機能分化連携促進事業計画 

部会開催予定 

第３回 

・日 時：令和４年２月22日（火）16時00分～16時30分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：９人 

・内 容：令和３年度事業実施状況について 

 ③災害医療部会 

・日 時：令和３年６月18日（金）15時00分～16時40分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：７人 

・内 容：静岡県の令和３年度災害医療関係事業の実施計画について 

 ④社会保険部会（書面開催） 

・日 時（意見とりまとめ日）：令和４年１月26日（水） 

・内 容：2021年度診療報酬セミナーの開催について 

     厚生労働省東海北陸厚生局静岡事務所職員による研修会について 

 ⑤広報啓発部会（書面開催） 

・日 時（意見とりまとめ日）：令和３年７月９日（金） 

・内 容：県民健康セミナーについて 

会報の発行について 

 ⑥学術・教育研修部会 

第１回 

・日 時：令和３年７月16日（金）17時00分～18時15分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：10人 

・内 容：第61回静岡県病院学会について 

     県委託事業「ふじのくに地域医療支援センター情報発信業務」について 

第２回 

・日 時：令和４年１月７日（金）16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：８人 

・内 容：第61回静岡県病院学会の進行・運営について 

     県委託事業「ふじのくに地域医療支援センター情報発信業務」について 

⑦医療安全・感染防止対策部会 

・日 時：令和３年８月23日（月）16時00分～17時00分（Ｗｅｂ開催） 

・出席者：７人 

・内 容：令和３年度 医療安全・感染防止対策事業について 

     令和３年度 医療安全推進研修会について 

静岡県飯石信用組合からの寄附金を活用した感染防止対策事業について 

⑧地域病院部会（書面開催） 

・日時（意見取りまとめ日）：令和３年10月22日（金） 



・内 容：経営管理研修会について 

 

(６）支部総会 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、東部・中部・西部の各支部総会は書面開

開催により実施 

 

Ⅳ 協会推薦による表彰受賞 

 

令和３年度救急医療功労者 

    厚生労働大臣表彰 

「被表彰病院」 浜松医療センター 

県知事表彰 

「被表彰病院」  国際医療福祉大学熱海病院 

 

Ⅴ 会員の入会及び退会 
 

１ 正会員 

（１）入会     なし 

    

（２）退会 

名 称   佐藤病院（個人開設） 

所在地   伊東市桜木町１－２－24 

開設者   佐藤 潤 

病床数   療養52床 

退会日   令和３年８月31日 

退会理由  令和３年８月31日病院廃止 

 

２ 賛助会員 

（１）入会     なし 

 

（２）退会 

  ① 名 称   マイランEPD合同会社 東海支店静岡営業所  

所在地   名古屋市中区錦２－12－１  

退会日   令和３年７月１日 

   

② 名 称   太平ビルサービス株式会社静岡支店 

所在地   静岡市葵区紺屋町11-17  

退会日   令和４年３月31日 

 

 

 

 



Ⅵ 後援名義・共催名義の使用承認 
『後援名義使用承認』 
（１）はままつ健康フォーラム 

① 申請者    はままつ健康フォーラム実行委員会(中日新聞東海本社ほか) 

② 事業実施日 令和３年５月24日（月）～令和４年３月６日（日） 

③ 実施場所  浜松市医師会館他（浜松市） 

④ 承認日   令和３年４月１日 

（２）静岡県腎臓バンク設立35周年記念事業 

   ポスター及びイメージキャラクターコンクール『いのちのリレー』  

①申請者   公益財団法人静岡県腎臓バンク  理事長 太田 信隆 

②事業実施期間 令和３年６月25日（金）～10月31日（日） 

③表彰式会場 浜松こども館分室「ここ・い～ら」（浜松市） 

④承認日      令和３年６月21日 

（３）富士山麓産学官金連携フォーラム2021  

① 申請者   公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構 理事長 大坪 檀 

② 事業実施日 令和３年11月11日（木） 

③ 実施場所    プラサヴェルデ（沼津市） 

④ 承認日   令和３年６月25日 

（４）令和３年度ファルマバレー／バイオデザインセミナー 

① 申請者   公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構 理事長 大坪 檀 

② 事業実施日 令和３年９月９日（木）～12月23日（木） 

③ 実施場所    オンライン及び静岡県医療健康産業研究開発センター（長泉町） 

④ 承認日   令和３年８月２日 

（５）令和３年度臓器移植普及推進月間イベント グリーンライトアップキャンペーン 

① 申請者   公益財団法人静岡県腎臓バンク  理事長 太田 信隆 

② 事業実施日 令和３年10月１日（金）～10月31日（日） 

③ 実施場所  掛川城天守閣他（掛川市） 

④ 承認日      令和３年８月２日 

（６）第31回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会 

① 申請者   日本禁煙推進医師歯科医師連盟           会長  齋藤  麗子 

第31回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会 大会長 加治 正行 

② 事業実施日 令和４年２月26日（土）・27日（日） 

③ 実施場所  静岡市静岡医師会館（静岡市） 

④ 承認日      令和３年８月６日 

（７）医療と介護のシンポジウム 

① 申請者   医療と介護のシンポジウム実行委員会 会長 三輪  邦子 

② 事業実施日 令和３年11月20日（土） 

③ 実施場所  富士市文化会館（富士市） 

④ 承認日      令和３年８月25日 

（８）2022年「看護の日・看護週間」記念行事 

  ① 申請者   公益社団法人静岡県看護協会 会長 渡邊  昌子 

② 事業実施日 令和４年５月14日（土） 

③ 実施場所  札の辻クロス（静岡市） 



④ 承認日      令和４年３月17日 

（９）第63回全日本病院学会in静岡 

  ① 申請者   第63回全日本病院学会in静岡 学会長     土田  博和 

               同         実行委員長  甲賀  啓介 

② 事業実施日 令和４年10月１日（土）・２日（日） 

③ 実施場所  アクトシティ浜松（浜松市） 

④ 承認日      令和４年３月31日 

 

『共催名義使用承認』 

（１）令和３年度病院事務担当職員対象労災保険診療費算定実務研修会 

① 申請者   一般社団法人静岡県労災保険指定医療機関協会 会長 勝呂 衛 

② 事業実施日 令和３年11月26日（金） 

③ 実施場所  静岡労政会館（静岡市） 

④ 承認日      令和３年８月６日 

 
 


